
在宅医療・介護連携の推進において参考となる映像コンテンツリスト

主に市町村職員や都道府県職員を対象としたもの（在宅医療・介護連携）

形式 作成・公表者 テーマ 概要 話者・出演者（敬称略） 時間 URL等

趣旨説明　（多職種連携研修の意義・目的）
在宅医療・介護連携推進事業における医療介護関係者に対する
「多職種が連携するためのグループワーク等の研修」の効果的な
展開を目指したフォーラムの趣旨を説明しています。

辻哲夫（東京大学高齢社会総合研究機構　特任教授） 0:10:00

在宅医療推進のための地域における多職種連携研修
会の紹介

多職種連携研修会の狙いと構造、内容について、実際の実施事例
を交えながら紹介しています。開催パターンや活用できるツールに
つていの紹介もされています。

飯島勝矢（東京大学高齢社会総合研究機構　教授） 0:20:00

事例１）都道府県～市町村レベルの取り組み例：大阪
府

大阪府として実施した多職種協働による在宅チーム医療を担う人
材育成事業について、事例と広がりとともに紹介しながら、府と市
町村の役割などについても言及されています。

黒田英樹（大阪府健康医療部保健医療室　医療対策
課）

0:17:42

事例２）都道府県レベルの取り組み例：滋賀県
滋賀県が在宅医療に携わる医師の増加を目指して行われた在宅
医療セミナーに関して、企画書、プログラム、参加者の声、アウトカ
ムを交えながら、紹介しています。

中村恭子（滋賀県健康医療福祉部　医療福祉推進課） 0:24:59

事例３）市町村レベルの取り組み例：横須賀市
横須賀市にて、課題をもとに着手した「在宅療養推進のための多
職種連携」の取り組みについて、課題に紐づいた活動内容とその
進展を紹介しながら、心がけについて紹介しています。

川名理惠子（横須賀市健康部地域医療推進課） 0:22:48

在宅医療が果たすべき役割
日本の高齢化に伴う様々な留意点をまとめ、そこから見えてくる在
宅医療の構造と課題に基づいて、地域包括ケアのあり方を論じ、
研修の狙いを紹介しています。

辻哲夫（東京大学高齢社会総合研究機構　特任教授） 0:30:00

在宅ケアにおいて何故IPW（専門職連携協働）が必要
なのか？

高齢者の特徴を多面的(身体的、精神・心理的、機能的、社会的)
に整理しながら、高齢者ケア・在宅ケアにおける多面性、IPWの有
効性・困難な理由・原則について論じています。

平原佐斗司（梶原診療所 在宅サポートセンター長） 0:20:00

在宅医療の導入
在宅医療導入時について、導入面接→退院時共同指導→初回訪
問診療→在宅療養計画の流れをもとにして、ポイントを整理し、紹
介しています。

川越正平（あおぞら診療所 院長） 0:20:00

在宅医が知っておくべき報酬や制度
これから医師が在宅医療に取り組むにあたって、知っておくべき点
を「やりがい・実務・報酬・制度」の4点から紹介しています。

川越正平（あおぞら診療所 院長） 0:20:00

http://chcm.umin.jp/education/ipw/data
/index.html

http://chcm.umin.jp/education/ipw/netw
ork/index.html

[テーマ]かかりつけ医の在宅医療参入の動機付け、市町村を単位とする多職種チームビルディングの促進を目指した研修会に関する紹介ホームページにて、基礎研修資料まで紹介されて
います。

Web

国立長寿医療研究
センター、東京大
学高齢社会総合研
究機構、東京大学
医学部在宅医療学
拠点

国立長寿医療研究
センター、東京大
学高齢社会総合研
究機構、東京大学
医学部在宅医療学
拠点

Web

映像タイトル等

平成26年度厚労科研究費　第1
回全国在宅医療・介護連携研修
フォーラム（録画）

東京大学高齢社会総合研究機構
在宅医療推進総合研修プログラ
ム 動機付けコース（録画）

研修コンテンツ-7

http://chcm.umin.jp/education/ipw/data/index.html
http://chcm.umin.jp/education/ipw/data/index.html


主に市町村職員や都道府県職員を対象としたもの（地域包括ケアシステム）

形式 作成・公表者 テーマ (チャプター名) 概要 話者・出演者（敬称略） 時間 URL等

http://www.mri.co.jp/news/press/public_
office/017933.html

問題提起　地域包括ケアシステムをめぐって
地域包括ケアシステムに関して、複数の理論的な観点に基づき、
視点・概念・アウトカムといった点から整理されています。

髙橋紘士 0:22:39
https://www.youtube.com/watch?v=N30
5SJ2agCg&feature=youtu.be

南砺市における地域包括医療・ケアの取組、地域住民
との協働に関して

南砺市で先駆的に地域包括医療・ケアに携われた立場から、「自
助・互助・共助・公助」の4つの助け合いによる地域住民を巻き込ん
だ地域づくりとしてのあり方を説かれています。

南眞司（南砺市民病院前院長） 0:21:45
https://www.youtube.com/watch?v=60T_
arlUXgo&feature=youtu.be

地域包括ケアの担い手を考える
「地域における最適を地域が自ら選ぶ」ことの重要性をもとに、欧
米におけるケアの担い手の変遷を読み解きながら、統合ケアの概
念的枠組みを提唱されています。

堀田聰子（（独）労働政策研究・研修機構研究員） 0:22:58
https://www.youtube.com/watch?v=UgP
udv8bFB0&feature=youtu.be

テレビ電話・IP告知端末を活用した健康管理や見守り
システム

北海道喜茂別町にて、ＩＣＴ活用による「新しい公共」型「地域の安
心と活性化」事業として展開された健康管理・見守りシステムにつ
いて紹介されています。

東原弘行（北海道喜茂別町） 0:21:48
https://www.youtube.com/watch?v=rMw
k5U88XT4&feature=youtu.be

まちぐるみの支え合いの仕組みとしての地域包括ケア
武蔵野市で考える地域包括ケアシステムのあり方に基づいて、市
民協働による”まちぐるみの支え合いの仕組みづくり”について紹
介されています。

笹井肇（東京都武蔵野市） 0:19:20
https://www.youtube.com/watch?v=RZE
kUIHCmSc&feature=youtu.be

地域包括ケアシステムの考え方とその実践
富士宮市での統合ケアを推進する上で、専門職・機関の関係者
ネットワーク活動について紹介されています。産・官・学・民それぞ
れの取り組み事例を参考資料にあげられています。

土屋幸己（静岡県富士宮市） 0:17:10
https://www.youtube.com/watch?v=1hTjj
D51U9g&feature=youtu.be

自助・互助・共助・公助の関係をホームホスピスの実
践から～包括的支援・インフォーマルサポート・地域を
耕す住まいの関わり・医療介護連携のあり方等～

宮崎市でのホームホスピス、かあさんの家の実践から、地域づく
り。、住まい、暮らし、連携、看取りの文化等について、具体的に語
られてります。

市原美穂（特定非営利活動法人ホームホスピス宮崎理
事長）

0:23:47
https://www.youtube.com/watch?v=4rQd
BxrIiS0&feature=youtu.be

市民と協働で進める高齢者が元気なまちづくり
浦安市の現状を踏まえて、協働社会実現に向けた社会資源とその
活動(地域包括ケア評価会議、うらやす市民大学、介護予防リ等)
や、市民協働に向けた心がけについて紹介されています。

森林友佳子（千葉県浦安市） 0:19:33
https://www.youtube.com/watch?v=w_2p
TGf9CLw&feature=youtu.be

地域住民とNPO法人による要支援者支援システム及
び退院システム

大牟田市において、常に"住民はどんな町に住みたいか"をキー
ワードにしながら、住民・NPOとともに取り組まれた要支援者支援
システム、退院システムを紹介しています。

猿渡進平（福岡県大牟田市） 0:25:07
https://www.youtube.com/watch?v=JLpv
su2OSgM&feature=youtu.be

互助が自助を育てる　支え合い体制づくり活動
限界集落が点在する肝付町における、ITを活用したネットワークと
地域支え合い体制づくり事業、地域包括ケアICT事業等による「つ
ながる・支えあう・活きる」試みを紹介しています。

能勢佳子（鹿児島県肝付町） 0:32:33
https://www.youtube.com/watch?v=ok4U
rZWjbOE&feature=youtu.be

[全体テーマ] 地域の実情に応じた効果的な地域づくりの方策について、多様な支え手による地域での支え合いのあり方について検討を深めることを目的としたもの

映像タイトル等

地域包括ケアシステムの構
築と住民参加

保険者等事例報告

Web
(youtube)

三菱総合研究所
（老健事業）

シンポジウム「地域包括ケアシス
テムの構築と住民参加」

http://www.mri.co.jp/news/press/public_office/017933.html
http://www.mri.co.jp/news/press/public_office/017933.html
https://www.youtube.com/watch?v=N305SJ2agCg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N305SJ2agCg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=60T_arlUXgo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=60T_arlUXgo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UgPudv8bFB0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UgPudv8bFB0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rMwk5U88XT4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rMwk5U88XT4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RZEkUIHCmSc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RZEkUIHCmSc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1hTjjD51U9g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1hTjjD51U9g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4rQdBxrIiS0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4rQdBxrIiS0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w_2pTGf9CLw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w_2pTGf9CLw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JLpvsu2OSgM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JLpvsu2OSgM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ok4UrZWjbOE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ok4UrZWjbOE&feature=youtu.be


主に医師を対象としたもの

形式 公表・作成者 テーマ・概要 話者・出演者（敬称略） 時間 URL等

Web
(youtube)

国立長寿医療研究
センター、あおぞら
診療所

川越先生による訪問診療の現場、インタビューを撮影
したもの

訪問診療の風景、当事者の声を交えながら「生活を支える視点」、
「老年医学の知見」、「多職種協働」、「在宅緩和ケア」等を紹介し、
在宅医療の啓発や従事者育成を目指した映像です。

川越正平（あおぞら診療所 院長） 0:15:57
https://www.youtube.com/watch?feature
=player_embedded&v=ut72yYLQrak

「在宅医療におけるリハビリテーションの役割」
リハビリテーションの歴史、高齢社会と障害、運動器疾患とリハビ
リテーション、リハビリテーションの持つ視点といった流れで、在宅
医療におけるリハビリテーションの役割を紹介しています。

水間 正澄 (昭和大学医学部リハビリテーション医学講
座 教授)

0:52:30
http://www.med.or.jp/flv_movie/140518z
aitaku/04/index.html

「京都府における地域包括ケアへの試み」
京都府として設立し、活動を進めている京都地域包括ケア推進機
構および京都府医療トレーニングセンターの具体的な取組みに関
して紹介されています。

北川 靖（京都府医師会 副会長） 0:41:10
http://www.med.or.jp/flv_movie/140518z
aitaku/06/index.html

「地域包括ケアシステムにおける福井県坂井地区医師
会の役割」

多職種連携構築に基づいた継続的な取り組み(在宅ケアネット事
業/コーディネート事業、研修事業、東大との共同研究協力、後方
支援システム等)について紹介されています。

坂井 健志(坂井地区医師会 理事) 0:48:57
http://www.med.or.jp/flv_movie/140518z
aitaku/07/index.html

「長崎市包括ケアまちんなかラウンジ」
長崎市において、医療・介護・福祉連携ネットワークの取組み経緯
からワンストップ相談窓口「包括ケアまちなかラウンジ」に至るまで
と、その機能について紹介されています。

藤井 卓(長崎市医師会 副会長) 0:29:27
http://www.med.or.jp/flv_movie/140518z
aitaku/08/index.html

http://www.med.or.jp/jma/nichii/zaitaku/
004659.html

【認知症】
認知症の概要(診断基準・識別・疾患による特徴 等)、国としての現
状、認知症の症状(中核症状・BPSD)、アセスメント、治療、対応（接
し方等)について多角的に説明しています。

瀬戸 裕司(医療法人 ゆう心と体のクリニック 院長)
0:28:53
0:30:20

http://www.med.or.jp/flv_movie/160821k
aigo/08/index.html

【健康相談】
新しい健康概念に基づいて、健康の定義、健康の前提条件、ヘル
スプロモーションの動き、フレイルモデル、栄養と健康の関係を中
心に説明しています。

新田 國夫(医療法人社団 つくし会 理事長) 0:32:51
http://www.med.or.jp/flv_movie/160821k
aigo/11/index.html

【在宅医療】
現代の在宅医療の概念、対象者、多職種協働、疾患ごとの特徴等
を紐解きながら、地域包括ケア時代における在宅医療、とかかりつ
け医のミッションについて論じています。

太田秀樹(医療法人 アスムス 理事長) 0:32:58
http://www.med.or.jp/flv_movie/160821k
aigo/12/index.html

下記のとおり（ナレーション中心）

1.在宅医療推進の社会的背景 太田秀樹 0:02:27

2.求められる在宅医療 和田忠志、家族・本人 0:04:02

3.地域包括ケアシステム 太田秀樹 0:02:40

4.看取りまで支える在宅医療 和田忠志、家族 0:02:58

5.全人的医療としての在宅医療 和田忠志、太田秀樹 0:03:18

6.在宅医療導入時のポイント　退院時カンファレンス 太田秀樹 0:03:01

7.多職種協働　ケアカンファレンス 三木次郎(歯科医師)、太田秀樹、大澤光司(薬剤師) 0:07:06

8.地域連携　指示書の書き方（＋在宅医療のやりが
い）

福地将彦(在宅医)、杉山貴子(ケアマネ)、苛原実、泰川
恵吾等

0:08:44

1.患者宅訪問時の留意点 和田忠志、太田秀樹 0:05:16

2.基本的診療と検査 太田秀樹 0:04:44

3.在宅医療における栄養法 太田秀樹 0:05:47

4.排泄の管理、看護師との連携 太田秀樹 0:03:53

5.酸素療法・気管切開・人工呼吸器の管理 斉藤康洋(在宅医) 0:04:58

6.在宅リハビリテーション 和田忠志、家族、毛塚栄子(理学療法士)、太田秀樹 0:06:03

7.住宅改造　行政との連携 太田秀樹 0:03:47

[全体テーマ]日本医師会による　を対象とした研修会（「地域包括診療加算」及び「地域包括診療料」の施設基準にある「慢性疾患の指導に係る適切な研修」の一部（必須項目））の中の一
部。

[テーマ] 在宅医療の心と技、在宅医療の実際、病状変化への対応の3部構成で、医師を対象に在宅医療に対する理解を
高めるもの。

[テーマ] 平成26年度 在宅医療支援のための医師研修会  http://www.med.or.jp/jma/nichii/zaitaku/002166.html
　　　　　  田中滋 慶應義塾大学 名誉教授による基調講演「地域包括ケアシステムの本質と展望」は映像非公開ながら、配布資料は公開されています。

http://monowasure.org/ninchiw/informati
on/00000002/

医療ドキュメンタリー「在宅医療の
風　－命と生活を支える」

タイトル等

平成28年度 地域包括診療加算・
地域包括診療料に係る かかりつ
け医研修会　（抜粋）

Web 日本医師会

第2回
日本医師会 在宅医療支援フォー
ラム

Web 日本医師会

在宅医療の実際

国立長寿医療研究
センター・株式会社
インターメディカ

Web
・DVD

はじめよう！在宅医療　～今、医
療の場は地域へ～

在宅医療の心と技

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ut72yYLQrak
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ut72yYLQrak
http://www.med.or.jp/flv_movie/140518zaitaku/04/index.html
http://www.med.or.jp/flv_movie/140518zaitaku/04/index.html
http://www.med.or.jp/flv_movie/140518zaitaku/06/index.html
http://www.med.or.jp/flv_movie/140518zaitaku/06/index.html
http://www.med.or.jp/flv_movie/140518zaitaku/07/index.html
http://www.med.or.jp/flv_movie/140518zaitaku/07/index.html
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形式 公表・作成者 テーマ・概要 話者・出演者（敬称略） 時間 URL等

1.24時間対応の実際 太田秀樹 0:06:19

2.電話相談の方法と臨時往診 太田秀樹 0:04:53

3.救急、発熱、外傷などへの対応 太田秀樹 0:04:10

4.在宅医療の課題 和田忠志 0:03:08

5.病院と診療所の連携 片山 壽 0:05:39

6.生活の場での看取り　死亡診断書 太田秀樹 0:03:49

主に一般住民を対象としたもの

形式 公表・作成者 テーマ (チャプター名) 概要 話者・出演者（敬称略） 時間 URL等

Web
・DVD

公益社団法人在宅
医療助成勇美記念
財団

市民向け「在宅医療啓発DVD」
一般住民に対する在宅医療の啓発を目的としたもので、在宅での
療養について、医師、看護師、患者、家族などへのインタビュー
や、実際の療養生活の様子について紹介しています。

太田秀樹(医療法人 アスムス 理事長) 0:16:46
http://www.zaitakuiryo-
yuumizaidan.com/movie/

Web
・DVD

公益社団法人在宅
医療助成勇美記念
財団

「第6回近畿在宅医療推進フォーラム（2015年11月28
日開催）」での劇団「ザイタク」による特別公演を録画し
たもの

退院から家での看取りのシーンまでを劇として、公演されたもので
す。 ピンピンコロリを望む高齢者と家族、医療従事者とのやりとり
を、ユーモアを交えた形で演じられています。

劇団「ザイタク」(近畿の在宅医療従事者による) 0:26:04
http://www.zaitakuiryo-
yuumizaidan.com/movie/

参考：地域ケア会議運営実務者を対象としたもの

形式 公表・作成者 テーマ・概要 話者・出演者（敬称略） 時間 URL等

Web
(youtube)

厚生労働省・企画
委員会

地域包括支援センター職員（地域ケア会議の実務者レ
ベル）を受講対象とした研修
(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000088524.html)

地域ケア会議運営に係る実務者研修演習用DVDに加えて、実際
の地域ケア会議の様子や、地域ケア会議を通じて市町村の施策
等に反映させた事例などについて市町村（埼玉県和光市、兵庫県
朝来市、長崎県佐々町）の事例を紹介しています。

東内京一(和光市/保険者主催のケース) 39:20～ 1:06:42
https://www.youtube.com/watch?v=rgPW
wZGuSV4

Web
(youtube)

厚生労働省・企画
委員会

地域包括支援センター職員（地域ケア会議の実務者レ
ベル）を受講対象とした研修
(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000088524.html)

実務者研修の演習事例となった「Ａさん」について、地域ケア会議
に取り上げるまでの事前準備、会議当日の運営、個別課題解決か
ら地域課題の抽出に至る経過など、一連の流れを収録したもので
す。(発言内容等を一部省略。登場人物はすべてフィクション。)

フィクションドラマ形式 0:26:09
https://www.youtube.com/watch?v=7TrS
coD-tFs

http://monowasure.org/ninchiw/informati
on/00000002/

国立長寿医療研究
センター・株式会社
インターメディカ

Web
・DVD

地域ケア会議運営に係る実務者
研修　教材用DVD　平成26年度

病状変化への対応

タイトル等

地域ケア会議運営に係る実務者
研修　演習用DVD　平成26年度

タイトル等

映像タイトル等

「在宅医療」知っていますか？
家で最期まで療養したい人に

「ピンピンコロリって無理なん知っ
とう？」
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